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1 研究目的と本稿の概要 
我々は，ヒトが自然に発話された連続音声

を知覚するメカニズムを解明することを目指

している。実環境における音声はノイズが多

く不明瞭であるが，ヒトは短時間で，正確に

音声を理解することができる。 
ヒトは連続的に変化する音声を離散的な音

素系列として知覚することで，頑健な音声知

覚を実現している可能性がある。また，ヒト

は破裂子音を知覚する際に，閉鎖区間の前後

の調音結合を利用している可能性が指摘され

ている[1]。そこで本稿では破裂子音に焦点を

絞り，連続音声の聞き取りにおいて，ヒトが

どのタイミングで破裂子音を知覚している

のかに関して，複数の手法を用いて調べた。 

2 実験１ 反応時間と図示課題 
2.1 刺激 
文献[1]の手順にならい，自然発話された音
声/a/, /ata/, /apa/を，バースト開始点で分割し，
前後の組み合わせを変えて接合する。  
・ 前半なし + 後半/-ta/  ：刺激「×-TA」 
・ 前半/a/ + 後半/-ta/  ：刺激「A-TA」 
・ 前半/a-(t)/ + 後半/-ta/ ：刺激「AT-TA」 
・ 前半/a-(p)/ + 後半/-ta/ ：刺激「AP-TA」 
続いて，刺激の一部を長さ 30ms のノイズ
（以下 N）に置換する。Nは子音がどの時点
で知覚されたかを評価するためのマーカーと

なる。N の開始位置は，バーストを基準点
（0ms）として，-60ms，-30ms，0ms，30ms，
+60msの 5 箇所である。Fig. 1に詳細を示す。 
なお音韻修復効果[1]によって置換部は知覚

的に補完され，音声が途切れたようには聞こ

えない。 
2.2 課題 
実験参加者は 20～30代の男性 1名，女性 3
名である。各刺激をランダムな順番で提示し，  

 
Fig. 1 stimuli 

 
以下の課題を行なった。 
実験 1-1 子音に対する反応時間（RT） 

/t/が聞こえたとき，即座にスイッチを押す。 
実験 1-2 Nに対する反応時間（RT） 

Nが聞こえたとき，即座にスイッチを押す。 
実験 1-3 Nに対する子音の位置を図示 
刺激を聞き終わったあと，ディスプレイに

Nの場所を示し，スライドバーを操作するこ
とで，Nに対する子音の位置を決める。 
2.3 結果 
課題 1-1の結果を Fig. 2 に示す。縦軸は N
に対する子音の反応時間（課題 1-1 の値から
課題 1-2の値を引いたもの，子音が Nより後
に知覚された場合は正値）を示す。横軸はバ

ーストを基準とした Nの開始点を示す。 
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Fig. 2 Results of Experiment 1-1 & 1-2 
 

Nの開始位置 0ms（バーストと同時に Nを
提示）に注目すると，「AT-TA」「×-TA」条件



では子音が先に，「AP-TA」「A-TA」条件では
Nが先に知覚されている。 
課題 1-3の結果を Fig. 3に示す。縦軸は N
に対する子音の位置（子音が Nより後なら正
値）を示す。横軸は Fig. 2と同様であるが，
-60ms，+60msの刺激は使用していない。 
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Fig. 3 Results of Experiment 1-2 
 

Nの開始位置 0msに注目すると，全ての刺
激においてNより子音が先に知覚されている。 
すなわち，刺激を聞いた瞬間の知覚（反応

時間）と，最終的な認識の結果（図示）が異

なっているといえる。これは，バースト以降

の情報によって，遡及的に子音の知覚が修正

されている可能性を示唆する。また，両課題

において調音結合が正しい刺激（「AT-TA」条
件）のとき最も早く子音が知覚されているこ

とは，バースト以前の情報が，予測的に子音

の知覚に影響を与えていることを示す。 
視覚において，突発的に提示される刺激は，

連続的な運動をする刺激よりも知覚が遅れる

ことが知られており，フラッシュラグ現象

（FLE）と呼ばれる[2]。本研究では，子音の

知覚における遡及的・予測的な修正の影響を

明らかにするために，FLEの評価手法を導入
し，刺激の予測性の違いによって，子音の知

覚がどのように変化するかを定量的に調べる。 

3 実験２ 恒常法による同時性判断 
3.1 刺激と課題 
刺激は実験 1と同様である。課題は「Nが
聞こえた瞬間と，/t/ の音が聞こえた瞬間は同
時か，同時でなかったか」の回答を求めた。 
3.2 結果 
実験２の結果を Fig. 4に示す。縦軸は Nと
子音の開始点が同時であると回答した割合

[%]を示す。横軸は Fig. 2と同様である。 
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Fig. 4 Results of Experiment 2 

 

Nとバーストの開始点の知覚的同時点は，
バースト開始後約 15ms であった。すなわち，
Nよりも子音の知覚が遅れていた。また，調
音結合の有無による差は見られなかった。 
本実験では同時性の判断を求めたため，突

発刺激的な特性をもつバーストとNの開始に
注意が向けられ，連続刺激としてのスピーチ

の情報が利用されなかったのかもしれない。 

4 まとめ 
連続音声中の破裂子音が知覚されるタイミ

ングに関して，以下の知見が得られた。 
・ バースト以前の情報は，バーストを聴取

した瞬間の知覚に予測的な影響を与える。 
・ 最終的な子音の知覚は，バースト以降の

情報によって遡及的に補正される。 
・ 注意の対象によって，子音が知覚される

タイミングは変化する。 
本研究によって，言語音の分節がどの時点

で，どのようにして行われているのか，また

言語音声の処理に特化した認知的メカニズム

は存在するのか，といった疑問点を明らかに

できると考えている。音韻範疇の獲得モデル
[3]と連携して，音韻の知覚と獲得のメカニズ

ムの解明を目指す予定である。 
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